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1. はじめに 

ハイドロフォンによる流砂量解析には，流砂の

衝突回数（パルス数）を記録する方法が用いられ

る．しかし，流砂量が多い状態では全ての流砂が

ハイドロフォンに衝突しても管内で音が飽和し

てパルス数が検出され難くなり，流砂量の推定を

難しくする．筆者らはパルス数の記録方法につい

て，衝突した粒子で生じる音響信号に対して各閾

値（Ch）でパルス数を記録する方法（Method 1）
と，最大閾値（最も増幅率が小さい Ch）のみでパ

ルス数を記録する方法（Method 2）の 2 つを示し，

Method 1の方法がパルス数を検出し難くすること

を明らかにした 1)．本研究は，Method 2 の方法と

観測データを用いて数値シミュレーションを実

施して，観測と計算を連携させるために必要な情

報を整理した． 
 
2. 現地実験 

図-1 に対象区間の縦断図を示す．図中の数値は

各区間の勾配である．観測は神通川水系足洗谷試

験流域内のヒル谷である．ヒル谷には排砂ゲート

を備えた試験堰堤があり，堰堤上流の沈砂池に堆

積した土砂を排出して，給砂を行った．給砂時間

は 10:15～14:40 の約 4.5 時間で，総排出土砂量は

実験前後の沈砂池の測量結果から空隙込みで 21.8 
m3，流量は 0.05 m2/s である．堰堤の下流約 20 m 
に位置する道路を横断する暗渠の入口にハイド

ロフォンを縦方向に設置した（以下，縦型ハイド

ロフォンと呼ぶ）．堰堤から約 46 m 下流にある落

差工を利用して，手持ちのハイドロフォン（以下，

可搬型ハイドロフォンと呼ぶ）と Helley-Smith 式
採砂器で直接採取した．縦型ハイドロフォンは，

ステンレス製の円管で，長さ 50 cm，内径 4.6 cm，

片側にマイクロフォンを取り付けた．音響信号の

処理を行わず，キャリブレーションを実施してい

ないため，定性計測に留まる．ここでは，波形が

暗渠に流出する流砂のハイドロと同じと仮定し

た．可搬型ハイドロフォンは，ステンレス製の L
字型の円管で，横方向の長さ 20 cm，縦方向の長

さ 20 cm，内径 2.1 cm，横方向の先端部には電磁

流速計を，縦方向の先端部にコンデンサー式のマ

イクロフォンを取り付けた．流砂量解析を行うた

め，音響信号はマイクロフォンからプリアンプや

フィルターを通じて，6 段階に増幅させた．シス

テム自体は現地にある一般的なハイドロフォン

とほぼ同じ仕様であり，定量計測が行える．図-2

にハイドロフォンの模式図を示す．計測時は図中

にある写真のように手持ちで可搬型ハイドロフ

ォンを置いて複数回計測した．また，直接採取も

同じ場所でほぼ同時刻に行った．Method 2 で求め

たパルス数から流砂量を推定した．解析手法の詳

細は既往研究 2)を参照されたいが，必要な情報は，

衝突する粒子が持つ運動量と振幅値の関係，水理

条件である．図-3 に可搬型ハイドロフォンと直接

採取した流砂量の結果を示す．両者ともに 11:30
まで流砂量がほぼゼロなのに対して，それ以降の

時刻では流砂量が増大する．しかし，両者の値は

異なり，ハイドロフォンではピークが出現した後

に徐々に減少傾向を示し，直接採取では徐々に増

加傾向を示した後にピークが出現する．解析手法

にはハイドロフォンへの衝突率を考慮していな

いが，今回の観測では水深が 4-5 cm と小さく，手

持ちでハイドロフォンを流砂の衝突させやすい

位置に置いたため，衝突率の影響は小さい．山地 

 

 
図-1 縦断図と可搬型ハイドロフォン計測状況 

 

 
 

図-2 縦型と可搬型ハイドロフォンの模式図 

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200

H
ei

gh
t(

m
)

Distance(m)

1/8.1

1/3.9（Step-pool）
1/14.7

1/3.5

1/7.6

1/11.4

1/4.1(Step-pool)

Hirudani
Dam

Potable type hydrophone
Helley-Smith(direct samplling)

Vertical type 
hydrophone

Vertical	type	hydrophone Portable	type	hydrophone

50cm

20cm

Flowmeter

20cm

4.6mm

2.1mm

Microphone

Preamplifier
Data	logger and	PC
Recorded Preamplifier

Band‐pass	filter	
Waveform
Data	logger and	PC
Recorded

Microphone

Pb-65

- 732 -



 

 
河川では短時間で局所的に流れの変化が現れや

すく，計測箇所や時刻が少し異なるだけで，大き

な差が生じたと考えられる． 
 
3. 流砂観測データを用いた河床変動計算の検証 

3.1 計算概要 

供給流量は 0.05 m2/s 一定とした．供給流砂量は

以下の 3 通り実施した．Supply 1 で，上流側に 5m
上流端と同じ勾配の仮想区間に 2.2 m 厚で土砂を

敷いた．Supply 2 では，縦型ハイドロフォンの波

形を基に，上流端から土砂量 21.8 m3を供給した．

現地実験では排砂土砂の大部分は堰堤直下に堆

積した（正確な量は不明）ことから，Supply 3 は

Supply 2 と同じ波形で 1/10(2.18 m3)の量が流出し

たと仮定した．縦断形状は測量から設定して，河

道幅は現場状況から一律 2.0 m とした．結果の検

証には，可搬型ハイドロフォンの結果を利用した．

土砂の粒径は，直接採取した結果（平均粒径5.6mm）

を用いた．計算点間隔は，微地形等を表現できる

よう 0.5 m としたが本計算ではステッププールは

地形条件としてのみ表現される． 
 
3.2 計算結果と観測結果 

図-4 に Supply 1，2 の計算結果と観測結果を示

す．Supply 1 では，早い段階で流出する流砂量が非

常に多く，後半になると減衰する．可搬型ハイド

ロフォンで得られた途中で流砂量が大きくなる

波形は見られない．Supply 2 では，初期の急激な

流砂量の増加は見られずに，11:15 頃に最初のピ

ークを迎えた後，12:00～12:30 頃に最大のピーク

が出現してその後は減衰する傾向は観測結果と

対応するが，計算結果の方が大きい．これは，土

砂の供給量が影響している．図-5 に Supply 3 の計

算結果と観測結果を示す．Supply 3 では，中盤での

ピーク値が最も近くなり，中盤で流砂量が増加す

る傾向も対応した．一方で，10:30～11:00 までの

流砂量は計算結果の方が大きく，中盤のピーク以

降では観測結果の方が徐々に減衰するのに対し

て計算結果では 13:00 以降の流砂が確認されない 

 

 

 

 

 
点は異なる．計算結果から，山地河川で平常時に

近い状態では，アーマーコートにより河床の土砂

移動が殆どない固定床状態に近く，上流から流入

した土砂が下流に流動することが示され，既往検

討 3)とも合致する．そのため，上流から流入する

流砂量の時系列的な情報，対象期間に移動した正

確な土砂量，さらには粒度分布が必要だと示され

た．本検討では，結果を検証するための流砂量デ

ータは存在したが，供給流砂量は期間中の移動量

や粒度分布が不明だったため，いくつかの仮定に

基づき条件を設定した．しかし，土砂ハイドロの

情報も存在しない場合は，Supply 1 のような大胆

な仮定や平衡給砂を設定することになるが，山地

河川の流砂量は平衡土砂量と比較して圧倒的に

少なくこの方法では過大評価に繋がることが多

い．より正確な情報を用いて下流への伝播を議論

するには，時間・空間的に連続した情報が不可欠

である． 
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図-3 直接採取とハイドロフォンから推定した流砂量 図-4 計算結果（Supply1,2）と観測結果 

図-5 計算結果（Supply3）と観測結果 
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